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主に社会人・理工系出身者などをはじめとする技術経営学の
基礎分野の未修者向けに設置されている、MOTへの導入科目

技術経営の概念や組織論など、MOTの核となる分野の科目

時流にあわせたトピックスを取り扱う特殊講義など、各領域別の科目

英語で実施する科目やプラクティカムなどを設置

修了に必要な単位数 コア科目６単位以上と「技術経営研究Ⅰ」および｢技術経営研究Ⅱ」の計４単位を含めて３４単位以上とします。
かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文を提出し、かつその審査および最終試験に合格しなければなりません。

科目群
基礎科目

＜技術経営演習Ⅰ・Ⅱ（各2単位）＞
１回生の第1クォーターから開講するゼミ。2回生の「技術経営研究Ⅰ」
「技術経営研究Ⅱ」での各自の研究テーマを抽出するために設置

各自の研究テーマについて、論理力・思考力、分析力、構想力などに関する
能力向上のための研究指導を得ながら、研究の成果を修士論文にまとめる

＜技術経営研究Ⅰ・Ⅱ（各2単位）＊必修＞

研究指導科目

コア科目（修了要件：6単位以上）

展開科目

プログラム科目

科目概要

表の見方

科目名

土曜講義

平日夜間講義

マークの見方

土

マーケティングの基礎知識を定着させつつ、市場ニーズを踏まえた製
品・サービスの設計手法を学ぶ。本講義は、マーケティングを理論的・体
系的に学習したことのない工学系出身者が、新製品・新サービスのコン
セプト開発力を身に付けることを目的とする。最新のマーケティング事
例や分析手法を紹介するとともに、企業と連携したプロジェクト演習に
より実践力を身に付ける。

経営組織について諸理論を整理し、事例を通じて実践的に議論する。本
講義では、特にイノベーションに対する組織的な対応について検討す
る。イノベーションが創造され実践される組織のありかたは、イノベー
ションの成功と失敗に大きな影響を与える要因の一つであるため、それ
らを組織の重要な要素である組織構造、鍵となる人材の役割、仕事の組
織化などの観点などを交え学んでいく。

会計情報の役割と分析手法を学ぶ。簿記の基本スキルを修得する。本講
義では、財務会計についての基礎知識を講義する。履修学生がまったく
会計知識を有していないことを前提とした上で、財務会計の本質的な理
解を可能とする講義展開を行う。また、シミュレーション演習を行うな
ど、知識を体得できるよう工夫する。 

科学的アプローチとして求められる研究方法と論文執筆に関する基礎知
識を身につける。本講義の目的は、修士論文はどのような要件を備えて
おくべきかを理解し、そのうえで、２年間の研究方法と論文執筆に際して
必要となる基礎的知識を身に着けることである。本講義の柱は、①リサー
チ戦略の種類と研究フレームワークに関する「ケース・スタディ」②既存
文献のレビュー方法の習得（定量分析の論文レビューを含む）である。

事例を理論モデルの視点で理解し、イノベーション創造の経営スキルを
身につける。企業における技術経営について、イノベーション創造のマネ
ジメントの視点から、理論と実践の双方の観点で議論し整理をする。イン
ターネットの勃興とパソコンの誕生及び発展の歴史を取り上げ、イノベー
ションマネジメントの要諦を考察する。これらを参考に、未来志向で今後企
業がイノベーション能力をどのように強化したらよいかについて論じる。

技術経営の全体像を把握し、グループ演習を通じて諸産業に潜む課題
を把握する。経営学などで培われてきた諸理論を基礎として技術と経
営の関係について概観する。そのため、本講義では、主としてイノベー
ションに関わる経営理論を確認するとともに、企業の具体的な事例等
に触れていく。具体的には、技術経営の概論の講義に加え、グループ毎
の調査報告を基にした総合的なディスカッションを行う。 

技術経営の多様な歴史事例の学習からイノベーションの本質と文脈的特
性を考察する。本講義では、歴史的事例からのデータを活かして、技術経
営の実践演習を行う。特に、技術と製品、市場の展開を統合的に洞察する
ロードマッピング技法とゲームシミュレーションのグループ演習を通して、
技術経営の本質を把握することを目的としている。さらに、テクノロジーと
技術経営の文明の盛衰における役割、位置付けについて深層考察する。

技術を基盤とする企業にとって必要な戦略経営の基礎を学ぶ。本講義
では、企業の戦略経営について、理論のみならず実際の事例に即しなが
ら論じる。戦略及び戦略経営に関わる基本概念を提示した上で、戦略経
営の枠組みについて概説する。産業や技術の発展過程と戦略経営の関
係を検討した上で、ハイテク産業と成熟産業における戦略経営を分析す
る。技術基盤企業における全社戦略や一般戦略などについて解説する。 

イノベーション
戦略論

イノベーションを企業の経営成果に結び付けていくための視点や分析枠
組みを学ぶ。イノベーションは、企業の栄枯盛衰を左右する。その企業はイ
ノベーションの担い手であるが、イノベーションは企業の論理ばかりで成
立しない社会的活動であり、社会的な制約を受ける。本講義では、①イノ
ベーションの本質、企業経営への影響、②イノベーションを生み出してい
く企業組織、③経営成果に繋がる戦略を中心的な課題として取り上げる。

特許法などの知的財産法を学び、判例などを通じて知的財産制度の仕
組みを理解する。技術・知財関連法として、主に工業所有権法を学ぶ。工
業所有権法には、特許法、実用新案法、意匠法、商標法が含まれる。その
他、著作権法、不正競争防止法を学ぶ。本講義では、工業所有権法の学
習を通じて、日本の知財戦略に対する政策を学び、企業がどのように知
財を活用し保護しているかを考える。 

デザイン／マーケット思考で、ＱＦＤやＴＲＩＺによる価値創造をグルー
プ演習する。本講義のテーマは、現代のビジネスオペレーションにおい
て最も重要な課題である「価値創造」である。本講義では、「価値とは何
か」、「価値をど補足するか」、「価値をどう作りこむか」をグループワーク
で議論しながら、製品・サービス・ビジネスを企画、開発、設計するシステ
マティックな方法論をプロジェクト形式で学ぶ。

技術基盤企業の
ヒューマン
リソース
マネジメント

技術を具現化するための人材マネジメント、組織の動かし方などの経営
の視点を学ぶ。技術基盤企業にとって、技術だけでは製品化、事業化、産
業化はできず、それらを実行する人材が必要である。本講義では、それら
を実行するための人材について学ぶ。また、日本企業が人材を活用し、グ
ローバル・ビジネスを推進するため必要な事項を考える。さらに、自らが
どのように企業と関わり、どのようにキャリアを積んでいくかを考える。

ファイナンス
戦略

企業財務計画策定と運用の要点を講述する。日本航空やシャープなどの
蹉跌などを素材にする。技術経営は最終的には中長期的な企業価値向上
を目標とするものであるが、そもそも企業価値とは何か、そのためには資
本調達と財務構造をどうすべきか、収益力と財務健全性の高い企業とす
るためにはどうすればよいのかといったことを学習する。本講義は、概念
の説明だけではなくできるだけ事例分析と討議を織り込んだものとする。 

技術経営論Ⅱ

最新MOT事例分析と解決案の構想・提案を通して戦略思考の理解と実
践の基礎を学ぶ。本講義では、技術経営に関わる様々なトピックに関し、
産業や技術領域にとらわれず事例を検討しすることで、組織や戦略に関
する理解を深めることを目的としている。具体的には、事前課題として
配布された資料に基づき理論的な論説および事例を検討し、プレゼン
テーションを行い、その内容について討議した後、全体総括を行う。

戦略的
技術開発論

新製品・新サービスの収益化のための技術戦略に関する主要課題につ
いて議論する。新製品・新サービスの収益化は、技術経営における主要
テーマの一つである。新製品・新サービスの収益化の基本としての経営
戦略やマーケティングの重点をおさえた上で、イノベーション、技術戦
略、研究開発マネジメントなどについて議論する。 

新技術および
新事業の提案・
企画・評価演習

事業計画を策定できる知識と技能を修得する。グループ演習で模擬的
な計画案を練る。本講義は、新技術および新事業の提案、企画、評価に関
する実践的な演習を内容とする。受講生が、技術マーケティング、市場予
測、ファイナンス、会計、技術・知財評価、事業価値評価など、ビジネスプ
ラン策定に必要な知識を総合的に活用し、最終的にビジネスプランにま
とめる演習を行う。

研究開発戦略

研究開発投資に関する不確実性を克服するための戦略論について理
論・事例について学ぶ。企業が研究開発を実施し、それをイノベーション
に結びつけるまでには様々な不確実性が存在する。本講義では、その不
確実性を克服し、イノベーションを実現するための戦略論を提示する。
また、具体的なケーススタディとグループディスカッションにより、研究
開発戦略立案に必要な知識を習得する。 

特殊講義

技術経営に関する最新の課題や課題解決手法について学ぶ。技術経営
の分野は、理論と実践を重要な柱としているが、市場や企業の動向の変
化が激しいため、常にブラッシュアップを必要とする。したがって、理論
や実践の在り方を検証したり、理論と実践の適用範囲や適用方法を再
構築したりする必要がある。本講義では、最新のトピックを扱うことに
より、技術経営の理論と実践がどのように変化しているかを学ぶ。 

知財戦略論

分析フレームワークを用いて、知的財産のシーズを活かしたビジネスモ
デルを提案する。知財戦略論は、市場分析、技術戦略論、及び研究開発論
と密接に関係している。よって、本講義では、分析フレームワークを用い
て製品開発における市場分析を行い、技術戦略論及び研究開発論を学
ぶとともに、知財権の基礎を学び、知財戦略論を論じる。 

技術基盤企業
のプロジェクト
マネジメント

プロジェクトマネジメントの基本を習得し、新製品開発、新規事業への
応用方法を学ぶ。新規事業開発、新製品開発、ビジネスモデル開発など
においては、プロジェクトやプログラムを計画し、プロジェクトやプログ
ラムのマネジメントを行い、ゴールを達成することが一般的である。そ
こで、本講義では、プロジェクトマネジメントの疑似体験をし、意義と課
題について考える機会を提供する。

※設置科目一覧については今後変更になる可能性があります。　※科目等履修制度、聴講生制度ではプラクティカムⅠⅡ・技術演習ⅠⅡは履修できません。設置科目一覧
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製造業・サービス業の様々な業界における先端科学技術について産学両
面から理解する。製造業・サービス業の様々な業界（例：ヘルスケア、コン
シューマー、IT、インフラ、産学連携など）における先端科学技術への取り
組みを専門家による講演を通して幅広く理解し、先端科学技術をビジネ
スにつなげる要件を技術経営の視点から捉える。さらに各業界で、先端科
学技術からビジネスへの展開を促進するための仮説について議論する。

外国書籍を読み、英語のスキルを身に着けるとともに、技術経営に関す
る基礎的な知識を習得する。外国書籍を輪読し、記載されている理論な
どによりプレゼンテーション及びディスカッションを行う。外国書籍を
読み込むことで、英語での文章構成を学び、輪読による発表を通じて、
理解をどのように伝達するかを考えることができる。外国書籍は適宜指
定される。

This course provides learning opportunities in the field of software 
engineering from the new perspective of technology management. 
Literature review of management of technology, especially in the field of 
software engineering innovation in Japan, will constitute the first part of 
this course, and students will be required to select journal articles in 
their own research interests and make presentations at class. 

技術経営に関する最新の課題や課題解決手法について学ぶ。技術経営
の分野は、理論と実践を重要な柱としているが、市場や企業の動向の変
化が激しいため、常にブラッシュアップを必要とする。したがって、理論
や実践の在り方を検証したり、理論と実践の適用範囲や適用方法を再
構築したりする必要がある。本講義では、最新のトピックを扱うことに
より、技術経営の理論と実践がどのように変化しているかを学ぶ。 

博士課程前期課程2回生における研究指導科目である。研究倫理につ
いて深く理解した上で、各自の修士研究テーマについて、指導教員の助
言指導を得ながら研究成果を修士論文として纏める。

博士課程前期課程1回生における研究指導科目である。研究倫理につい
て学びつつ、修士研究テーマとなる技術経営課題の探索を行う。また、
研究指導教員の助言指導を得ながら、修士研究テーマに関連する先行
研究の調査、インタビュー調査、プラクティカム等を実践し、修士研究の
構想について発表する。

技術系
ベンチャー論

技術系ベンチャーの具体的事例から、創業からExitのプロセスについ
て学習する。具体的な技術系ベンチャーの事例研究を通じて、技術経営
ベンチャーの創業からExit（上場、M&A）までの実態、日米のベン
チャー環境の違いについて学習する。また、ベンチャー企業の創業、経
営を行うために必要となる事項（「戦略」、「ファイナンス」、「マーケティン
グ」、「組織」のそれぞれの面）について事例を通じて理解する。 

企業経営にITを有効に利活用するためのマネジメント（ITマネジメント）
について議論する。ITマネジメントのための経営学の基礎と経営情報論
について概観し、ITマネジメントの現状と課題を整理する。ITマネジメン
トの主要課題について、論文購読と学生による発表・討議を通して考察
し、理論と実践の融合を図ったインタラクティブな授業とする。 

近未来のビジネスプロフェッショナルに向けた考え方や能力開発を理
論と演習の両面から学ぶ。技術経営領域において、納得した仕事を選
び、活き活きと仕事ができ、仕事を通じて幸福感を実感できるためには、
どうすればよいのかを考える。必要な能力とは？能力開発のプロセスと
は？経験から導かれること、理論的側面、実態に即して幅広く考える。

多変量解析を含めた統計学を用いて大量のデータを視覚化する方法に
ついて学ぶ。この授業では、Rやpythonなどのオープンソースなツール
を用いて統計解析の基礎的な事項を学んだ上で、事例を通して基礎的
な意思決定の分析技術を修得することを目標とする。本講義では、事
例・定量分析に基づき、意思決定を行い、ディスカッションする。

営利組織での資源配分の計画と業績評価を、会計数値を利用して分析
する。企業経営における総合的計数管理の方法として、管理会計の意
義・目的・計算構造・数値の解釈と分析・経営目的との関係について概説
する。本講義では、①管理会計と会計測定の基本的概念と方法、②経営
管理行動で必要となる管理会計モデル、③意思決定を支えるモデルと
キャッシュフローベースの会計情報との関係について説明する。 

アントレプレナーシップを理解し、スタートアップ企業の特徴と戦略につい
て学習する。起業家戦略とは、現在アメリカで考えられている
「Entrepreneurship」を戦略論や戦略論上のプロセスと考える、学門領
域に依拠する研究分野である。本講義では、ベンチャー企業の特徴を理解
した上で、戦略論、方法論、プロセス論などの理論的なフレームワークに加
え、スタートアップ企業のジレンマ、ステージごとの戦略について議論する。 

諸外国の知的財産制度の基礎知識と、知的財産の観点での企業の競争
力を理解する。知的財産のグローバル化が進んでいる。また、知的財産
に関する諸外国の制度が異なっており、知的財産のグローバル化に対
応するためには、諸外国の知的財産制度、裁判制度、判例、及びこれまで
の企業側の対応の事例を把握する必要がある。本講義では、知的財産の
国際的な意義、具体的な法制度、判例、及び事例を学ぶ。

ものづくりイノベーションの実践的考え方と手段を基礎・歴史・現場編
および事例演習により学ぶ。ものづくりの真価が問われる今、生産プロ
セスの本質を全体像から各論まで、歴史的な生産プロセスの進化を学
び、グローバルな視点での今後の生産経営プロセスの在り方を考えて
いく。ものづくりで成功する要素について、顧客満足と経営満足を両立
させる全体最適な観点から創造的に実践的学習を進める。
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具体的事例や交渉ゲームを通じてビジネスにおける交渉戦略について
学ぶ。ビジネスにおける交渉力次第で、企業の戦略的立場が変化するた
め、交渉戦略は企業戦略を実行するためにも重要である。本講義では、
ディスカッション中心の双方向講義とケーススタディにより、企業戦略や
キャリアデベロップメントにおける交渉の戦略と実践技術を習得する。 

This course is concerned with the philosophical perspective of 
technology management in human resource development, i.e. fostering 
education of new professionals, capable of integrating managerial skills 
and technologies. This course aims to extend students’ global outlook 
through the English usage. Students will enrich their knowledge in 
technical terms in innovation studies in the English language.

企業内のＭＯＴ関連部門等で長期実習(通常３ヶ月から６ヶ月)を行う課
題解決型企業実習である。企業が実際に直面している課題を知り、ＭＯ
Ｔの理論や手法を用いて解決策を提案する。 プラクティカムは、技術経
営に関する理論等を実践する場であり、実践を通じて、技術経営の意義
と役割への理解を深め、課題解決のための戦略等を立案できる能力を
培うことを目的とする。また、プラクティカムは、社会に貢献でき、計画的
に業務や研究等を実践することができる能力を培うことを目的とする。

博士課程前期課程2回生における研究指導科目である。研究倫理につい
て深く理解した上で、各自の修士研究テーマについて、研究指導教員の
助言指導を得ながら修士論文としての構想を練る。

ヘルスケア事業の背景知識と商品開発事例を学び、テーマ企画・実用化
力を習得する。本講義では、ヘルスケア分野を題材として、イノベーショ
ン創出のための着想力、テーママネジメント力、実用化推進力の向上を
図る。ヘルスケア分野を取巻く社会的背景や市場の特性について他分野
との差異から把握し、ヘルスケア分野における企業や事業、商品、研究開
発の事例分析を行う。また、研究技術開発の源流を理解する。

This is an introductory-level modeling course for technology management 
simulation. Innovative technologies such as internet and mobile phone tend to 
diffuse in a market indicating a typical s-shape trajectory overtime. We learn 
the basics of System Dynamics (SD), a graphical modeling and simulation 
tool, to evaluate the long-term, dynamic behavior of innovative technology 
diffusions. No prior modeling experience is required for the course.

新技術が市場に普及するなかで、イノベーションが形成される過程を理
解する。イノベーションは、誕生、発展、成熟といったライフサイクルを経
て我々の社会に普及する。その間、企業はイノベーションの創出や市場
への浸透に努めるとともに、競争優位の獲得を目指す。本講義は、イノ
ベーションのダイナミックな挙動について分析するとともに、イノベー
ションをマネージする方法について理解することを目的とする。

技術をイノベーションと呼べるような領域まで引き上げるサービスデザ
イン手法について学ぶ。情報技術等を活用した高付加価値のサービス産
業を創出することが求められている。特に、日本の産業をリードしてきた
製造業がサービス分野に展開することが重要とされている。本講義で
は、ケーススタディと演習により、サービスの特徴、付加価値の高いサー
ビスを提供するビジネスモデル、サービスデザインを体系的に理解する。 

技術倫理の考え方を考え、そこから敷衍して組織のリーダーの責任、
リーダーシップを学ぶ。本講座では、まずは技術倫理というものの基本
を理解し、技術倫理が問われた代表的なケースを取り上げ、それぞれを
技術者ではない講師と一緒に考える。また、技術者としての倫理という
捉え方に限定せず、広くチームや組織を率いるリーダーの責任、リー
ダーシップというものに敷衍して捉える。

技術リスクをマネジメントしながら事業化を行っていくかを具体的事例
を交えて学ぶ。人生は意思決定の連続である。同様に、企業活動も意思
決定の連続である。ディスカッション中心の双方向講義とケーススタ
ディにより、企業戦略、技術開発、個人のキャリアデベロップメントにお
ける意思決定の体系を理解し、理論と実践的技術を習得する。 

様々な事例からリスクとそのマネジメントについて体系的に学習し対応
力を身につける。今日の企業環境は変化のスピードが速く不確実性を増
しており、リスクマネジメントの重要性が高まっている。本科目ではリス
ク・マネジメントの意義と基本概念を明らかにするとともに、リスク測定
の手法等を学習する。本講義では、概念の説明と事例研究と討議を織り
込んだものとする。 

企業が所有する有形・無形の技術資源を具体的に取り上げ、事業価値評
価方法を講述する。本授業では、技術および事業の評価に関する知識と
各種手法について、講義およびグループによるケース演習の形式で学
ぶ。受講生は、技術・事業評価の意義、目的、技術の探索、普及、予測など
について学ぶとともに、技術（知的財産を含む）と事業の価値算定の基
本的な考え方と各種手法を学ぶ。

企業の戦略に基づき、どのように知財情報を調査し、戦略活用するかを学
ぶ。模擬的な研究開発を想定した上で、研究開発におけるヒントを知財情
報(特許文献等)から得る。また、知財情報(特許文献等)に記載された発明
を回避し、より良い製品にするためにはどうしたら良いかを検討する。この
ように、特許検索を活かした研究開発を行うことができることを目的とす
る。併せて、意匠及び商標の検索についても習熟することを目的とする。 

モデリングツールを使ったバリューチェーン設計、業務改革をグループ演
習する。バリューチェーンマネジメントとは、企業戦略を実現するための価
値創出に関わる企業のオペレーションを統合、最適化する概念である。本
講義では、オープンイノベーション、モジュール化、オフショア開発製造な
どの重要概念についても学ぶとともに、グループプロジェクトを通じて、モ
デルベースでバリューチェーンマネジメントを最適設計する方法を学ぶ。
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